
男子走幅跳

県記録(KR)              7m75      出口　義人(IseTC)                     2006

決勝

3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 7m08 × 6m64 7m08 8 6m71 6m79 6m47 7m08
1 83 822 田中　凌平(3) 宇治山田商高 +2.1 +2.2 +2.1 -0.3 +0.1 -1.4 +2.1 *F5

ﾀﾁﾉ ﾂﾖｼ 7m04 × 6m82 7m04 7 6m89 × 6m78 7m04
2 70 468 立野　剛志(4) 信州大 +2.9 +1.7 +2.9 +1.5 +1.6 +2.9 *F4

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾀﾙ × × 7m02 7m02 6 × × × 7m02
3 59 4149 山本　　格 県教員AC +1.9 +1.9 +1.9

ﾏﾂﾊﾞ ﾔﾏﾄ 6m64 6m80 6m62 6m80 5 × × 6m43 6m80
4 89 868 松葉　大和(2) 宇治山田商高 +1.5 +0.8 0.0 +0.8 -1.3 +0.8

ｴｲｷ ﾀｸﾐ 6m73 6m64 6m45 6m73 4 × 6m52 6m37 6m73
5 73 1879 栄喜　匠海(2) いなべ総合高 +2.4 +1.3 +2.0 +2.4 0.0 -1.1 +2.4 *F2

ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 6m70 6m47 × 6m70 3 6m37 × 6m68 6m70
6 43 4212 清水　剛士(4) 近大高専 +1.8 +1.9 +1.8 0.0 -0.8 +1.8

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 6m58 6m69 6m49 6m69 2 6m35 6m44 6m45 6m69
7 55 4207 井戸本朋也(4) 近大高専 +1.9 +1.6 +1.0 +1.6 0.0 +1.0 +0.7 +1.6

ｼﾏｵｶ ﾋﾛｷ × × 6m69 6m69 1 × × × 6m69
8 76 4227 島岡　大貴(2) 近大高専 +1.9 +1.9 +1.9

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾊﾙ 6m63 6m68 × 6m68 6m68
9 65 4218 竹内　大晴(3) 近大高専 +1.7 +1.9 +1.9 +1.9

ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 6m61 6m50 6m28 6m61 6m61
10 79 651 濵口　啓介(3) 白子高 +2.2 +0.4 +1.2 +2.2 +2.2 *F2

ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ × 6m41 6m58 6m58 6m58
11 61 1185 松岡　修平(1) 高田高 +1.5 +1.2 +1.2 +1.2

ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 6m56 6m57 × 6m57 6m57
12 63 5-880 田畑　徳大(3) 皇學館大 +3.6 +2.6 +2.6 +2.6

ｼﾛﾀ ｼｭﾝｽｹ 6m55 6m38 6m35 6m55 6m55
13 80 131 城田　隼佑(3) 四日市工高 +2.3 +0.6 +1.5 +2.3 +2.3 *F2

ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾐ 6m51 × 6m53 6m53 6m53
14 74 737 藤木　智巳(3) 津西高 +2.9 +1.3 +1.3 +1.3

ﾍﾞﾍﾞｺ ｶｽﾞｷ 6m49 6m31 × 6m49 6m49
15 85 912 遍々古和輝(3) 宇治山田高 +2.4 0.0 +2.4 +2.4 *F2

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾀ 6m44 6m04 6m19 6m44 6m44
16 53 1693 橘　　優太(2) 神戸高 +2.0 +1.8 +0.2 +2.0 +2.0

ｽﾐ ﾄﾓﾋﾛ 6m38 6m35 6m22 6m38 6m38
17 92 248 隅　　友博(2) 伊勢工高 +1.6 -0.1 0.0 +1.6 +1.6

ﾔﾌﾞｵｶ ｼｮｳ 6m20 × 6m36 6m36 6m36
18 22 1008 藪岡　　礁(2) 伊勢学園高 +1.5 +1.9 +1.9 +1.9

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ × 6m34 6m30 6m34 6m34
19 57 5-736 長谷川　諒(5) 近大高専 +1.4 +1.4 +1.4 +1.4

ﾂｼﾞ ｼｮｳｷ 6m20 6m33 6m29 6m33 6m33
20 69 458 辻　　昌享(3) 皇學館高 +2.3 +2.3 +0.7 +2.3 +2.3 *F3

ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶﾂﾔ 6m31 6m16 6m09 6m31 6m31
21 75 4137 東谷　克哉 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +3.5 +0.9 +2.0 +3.5 +3.5 *F2

ｲｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ × 6m25 6m29 6m29 6m29
22 31 4226 石村　祥太(2) 近大高専 0.0 +1.0 +1.0 +1.0

ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ × × 6m25 6m25 6m25
23 84 1195 谷本　祐基(3) 高田高 +1.8 +1.8 +1.8

ｲﾄﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 6m00 6m22 6m11 6m22 6m22
24 78 202 井戸本卓也(1) 伊勢工高 +1.3 +1.0 +0.9 +1.0 +1.0

ｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ × 6m18 6m10 6m18 6m18
25 19 4136 木本　祥仁 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ +0.5 +1.2 +0.5 +0.5

ｺﾐﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ × × 6m18 6m18 6m18
26 87 731 小宮圭一朗(3) 津西高 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ × 6m17 × 6m17 6m17
27 7 915 長澤　和樹(3) 宇治山田高 +1.6 +1.6 +1.6

ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ × × 6m16 6m16 6m16
28 91 5-647 伊藤　慎吾(5) 鈴鹿高専 -0.1 -0.1 -0.1

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ 6m08 6m06 × 6m08 6m08
29 37 5-890 阪口　　亮(2) 皇學館大 +1.9 +0.3 +1.9 +1.9

ｶﾌﾞﾄ ﾕｳｽｹ 6m01 × × 6m01 6m01
30 18 1432 鹿伏兎優介(2) 名張高 +2.5 +2.5 +2.5

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ × × ×
1 4077 伊藤　大輝(4) 鈴鹿高専 NM

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ × × ×
2 1044 山田　淳也(3) 四日市南高 NM

審 判 長：河越　茂樹
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ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾎｳ × × ×
3 491 西村　魁宝(3) 松阪工高 NM

ｾｶﾞﾐ ﾕｳﾄ × × ×
5 518 瀬上　裕斗(3) 四日市高 NM

ｻｶｲ ﾕﾒﾄ × × ×
6 391 酒井　夢斗(2) 稲生高 NM

ｻｶｶﾞﾐ ﾕｳﾀ × × ×
8 4789 坂上　悠太(2) 鈴鹿高専 NM

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ × × ×
9 1695 斎藤　健太(2) 神戸高 NM

ﾔﾏﾅｶ ｺｳﾍｲ × × ×
10 5-643 山中　康平(5) 鈴鹿高専 NM

ｱｵｷ ｼｮｳﾀ × × ×
11 1497 青木　将汰(2) 四日市西高 NM

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ × ×
12 390 小林　鷹斗(2) 稲生高

ﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾎ × × ×
13 8002 外山　和歩 Ise TC NM

ｲﾜﾀ ｼﾝｽｹ × × －
14 315 岩田　晋輔(3) 桑名工高 NM

ﾜｸﾘ ｻﾄｼ × × ×
15 1090 和久利怜史(3) 名張桔梗丘高 NM

ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳ × × ×
17 438 北川　　晃(2) 松阪高 NM

ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀﾞｲ × × ×
20 696 横山　佳大(2) 桑名高 NM

ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ × × ×
21 910 中川　堅斗(3) 宇治山田高 NM

ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ × × ×
23 1770 岩﨑雄一郎(2) 四日市工高 NM

ｷﾀﾞ ｼｭｳ × × ×
24 207 木田　　周(1) 伊勢工高 NM

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ × × ×
25 1423 近藤　僚亮(2) 津工高 NM

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ × × ×
26 1001 中村　祐哉(2) 伊勢学園高 NM

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ × × ×
27 1379 山本　伊吹(3) 志摩高 NM

ｳﾁﾔﾏ ｶｲ × × ×
28 1976 内山　　魁(2) 尾鷲高 NM

ｲﾜｻｷ ﾌﾐﾔ × × ×
29 891 岩嵜　史哉(3) 名張西高 NM

ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ × × ×
30 754 豊田健士郎(2) 津西高 NM

ﾄﾈ ｶｽﾞﾏｻ × × ×
33 1859 刀根　一将(2) 三重高 NM

ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ × × ×
34 395 森川　大輝(2) 稲生高 NM

ｱｷﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ × × ×
35 1131 秋葉　翔吾(3) 松阪商高 NM

ﾖｼｵ ｻﾄｼ × × ×
36 1179 芳尾　　哲(2) 津東高 NM

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｼ × × ×
38 4231 中山　大之(2) 近大高専 NM

ﾕｱｻ ｾｲﾔ × × ×
40 1500 湯淺　聖也(2) 四日市西高 NM

ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ × × ×
41 4208 岩田　和希(4) 近大高専 NM

ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ × × ×
42 1576 大森　拓哉(3) 亀山高 NM

ﾉｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ × × ×
44 1148 野島　稜也(3) 津東高 NM

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵｷ × × ×
45 91 川畑　尚暉(3) 伊賀白鳳高 NM
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ｲﾜｷ ｹｲｽｹ × × ×
46 389 岩城　圭祐(2) 稲生高 NM

ﾓﾘ ｹﾝｺﾞ × × ×
47 1548 森　　憲吾(2) 上野高 NM

ｶﾂﾗﾔﾏ ﾌｻｱｷ × × ×
48 1598 桂山　房明(3) 久居高 NM

ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ × × ×
50 1496 杉本健太朗(2) 四日市西高 NM

ｼﾉﾉﾒ ﾀﾞｲﾁ × × ×
51 1194 東雲　大地(3) 高田高 NM

ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼ × × ×
52 421 橋本　壮侍(3) 松阪高 NM

ｵｵﾊｼ ﾕｳｽｹ × × ×
62 539 大橋　勇介(2) 四日市高 NM

ﾌﾅﾀﾞ ﾀｶﾔ × × ×
64 1138 鮒田　隆哉(1) 津東高 NM

ｻｶｸﾞﾁ ｹｲｽｹ × × ×
66 863 阪口　敬介(2) 宇治山田商高 NM

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄ × × ×
67 542 吉澤　誉人(2) 四日市高 NM

ﾂｼﾞ ｼｭｳﾍｲ × × ×
72 1274 辻　　周平(3) 三重高 NM

ﾄﾈ ﾗｲﾑ × × ×
81 346 刀根　来夢(3) 南伊勢高 NM

ﾉｼﾞﾏ ﾋｻﾐﾁ × × ×
82 1139 野島　寿倫(1) 津東高 NM

ﾊｷﾞ ﾅｵﾄ × × ×
86 137 萩　　直人(3) 四日市工高 NM

ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ
43-3370 林　　風汰(2) 早稲田大 DNS

ﾑﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ
16 333 村井省太朗(2) 桑名工高 DNS

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ
32 594 中村　洋介(2) 津高 DNS

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ
39 1796 鈴木　智仁(2) 宇治山田高 DNS

ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｼ
49 251 中河　勝志(2) 伊勢工高 DNS

ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ
54 1088 西山　一樹(3) 名張桔梗丘高 DNS

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
56 320 中村　駿也(3) 桑名工高 DNS

ｾﾞｯｺ ｶｽﾞﾏ
58 249 舌古　一誠(2) 伊勢工高 DNS

ﾐｽﾞﾊﾗ ｺｳｷ
60 381 水原　剛樹(3) 稲生高 DNS

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｶ
68 3-157 濱口　隆翔(3) 東海大 DNS

ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ
71 4321 古川　　遼 Ise TC DNS

ﾆｼｶﾜ ｷﾐｵ
77 1913 西川　公夫(3) 伊賀白鳳高 DNS

ﾅｶｲ ﾘｮｳﾀ
88 225 中井　亮太(3) 伊勢工高 DNS

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾄ
90 4295 出口　義人 Ise TC DNS
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